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Question No.1616

高尿酸血症とその治療薬の種類と使い方に
ついて　　　　　　　　　　　（2014年3月）

Answer

高尿酸血症は、『高尿酸血症・痛風の治療ガイド
ライン（第２版）』において「性・年齢を問わず、
血清尿酸値が7.0mg/dLを超える場合」と定義され
ています。痛風発作を起こす背景は､ 腎障害や尿
路結石との関連が示されていることから､ これら

平成26年７月
ロタテック ロタリックス

ワクチンの構成 ５価 １価 

含有する血清型 G1，G2，G3，G4，
P1A〔8〕 G1P〔8〕

接種回数 ３回 ２回
１回接種量 ２ml 1.5ml

接種可能期間 生後６週から
32週までの間

生後６週から
24週までの間

最短接種間隔 前回の接種から
中27日（４週）

前回の接種から
中27日（４週）

Question No.1615

ロタウイルス胃腸炎の治療、ワクチンで
５価のものは

Answer

ロタウイルスは小腸の腸管上皮細胞に感染し、
微絨毛の配列のみだれや欠落などの組織病変を起
こす。これにより腸からの水の吸収が阻害され下
痢症を発症する。通常２日間の潜伏期間おいて発
症し、主に乳幼児に急性胃腸炎を引き起こす。
主症状は下痢（血便、粘血便は伴わない）、嘔気、
嘔吐、発熱、腹痛であり、通常１～２週間で自然
に治癒するが、脱水がひどくなるとショック、電
解質異常、時には死に至ることもある。通常は発
熱（１／３の小児が39度以上の発熱を認める）と
嘔吐から症状が始まり24～48時間後に頻繁な水様
便を認める。成人も感染、発病しピークは20～30
代と50～60代に認められる。
治療・予防
ロタウイルス胃腸炎に特異的な治療法はなく、
下痢、脱水、嘔吐に対する治療を行う。治療法と
しては点滴、経口補液、整腸剤の投与がある。
一般的には臨床的重症度が軽症の場合は経口補
液、あるいは外来で静脈輸液を行う。中等症以上
の場合は入院して静脈輸液、経口補液を併用する。
又、合併症がある場合は合併症に準じた治療を行
う。
ロタウイルスの感染経路は主にヒトとヒトと
の糞口感染が主なルートと考えられているためオ
ムツの適切な処理、手洗いの徹底、汚染された衣
類等の次亜塩素酸消毒などによる処置が感染防止
の基本となる。しかしロタウイルスは感染力が非
常に強く初感染時に重症化することが知られてお
り、ロタウイルス感染症が原因の重症な合併症（急
性脳症や多臓器不全など）が数多く報告されてい
ることも考えあわせると、ロタウイルスワクチン
による感染予防は重症胃腸炎並びに合併症の予防
という両面から必要性が高いと言える。

ロタウイルスワクチン
５価のワクチンはヒトロタウイルス及びウシロ
タウイルスの遺伝子を遺伝子組換えさせて生成し
た経口弱毒ワクチン（ロタテック）がある。他方
ロタウイルス胃腸炎患者から分離したヒトロタウ
イルスを弱毒化し、細胞培養で増殖後精製した１
価の経口弱毒生ワクチン（ロタリックス）がある。

接種後注意点
ワクチン接種後１週間程度は便中にウイルスが
排泄されるが、排泄されたウイルスによって胃腸
炎を発症する可能性は低いことが確認されている。
おむつ交換などワクチン接種を受けた子供と接す
る場合には手洗いをするなど注意が必要。
確率は低いが腸重積症の発症が報告されている。
健康状態の観察を十分おこなうこと。

【参考資料】
・国立感染症研究所感染症疫学センター

〈執筆協力会社〉岡野薬品㈱山梨事業所
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表１．尿酸降下薬使用の目安

①痛風発作を起こしたことがある、または痛風結節のある方
②尿酸値が8.0mg/dL以上で合併症（腎障害、尿路結石、高血

圧、虚血性心疾患、糖尿病、メタボリックシンドロームな
ど）のある方

③尿酸値が9.0mg/dL以上の方

表２．尿酸降下薬の種類と使い分け

尿酸排泄促進薬 尿酸生成抑制薬 ※ クレアチニンクリアラ
ンス、推算糸球体濾過量

（eGFR）30mL/min/1.73
ｍ2未満または血清クレ
アチニン値２mg/dL以
上。添付文書上では、ア
ロプリノールは腎機能
障害、フェブキソスタッ
ト、トピロキソスタット
は重度の腎機能障害に
慎重投与

一般名
（主な商品名）

プロベネシド（ベネシッド）
ブコローム（パラミヂン）
ベンズブロマロン（ユリノーム）

アロプリノール（ザイロリック）
フェブキソスタット（フェブリク）
トピロキソスタット（ウリアデック、トピロリック）

適応

・尿酸排泄低下型
・副作用で尿酸生成抑制薬が使用不可

［尿路結石発生防止の為、尿アルカリ
化薬（ウラリットなど）を併用する］

・尿酸産生過剰型
・尿路結石の既往ないし保有
・中等度以上の腎機能障害※

・副作用で尿酸排泄促進薬が使用不可

作用機序 尿管からの尿酸再吸収抑制により尿
中への尿酸排泄を増加させる｡

キサンチンオキシダーゼを阻害し､尿酸生成を抑制
する｡

の発症の予防ならびに進展を抑制し､ 改善するこ
とを目的とします｡ 高尿酸血症が持続すると関節
内に尿酸塩が析出・沈着し、痛風関節炎を引き起
こします。さらに放置・進行すると尿酸塩結晶と
肉芽組織からなる痛風結節を生じることがありま
す。また、高尿酸血症は尿路尿酸結石のような尿
酸塩結晶が関与する合併症以外に、尿酸塩結晶を
介さずに高血圧、腎障害、心血管疾患などの病態
に関連することが分かってきています。
生活習慣を見直しても尿酸値が下がらない場合
や、既に痛風発作を起こしたことがある場合など
は、尿酸降下薬によって尿酸値を下げる治療が行
われます。ガイドラインでは、表１に該当する場
合は薬による治療が望ましいとされています。

高尿酸血症の成因は、尿酸産生量の増加（尿酸
産生過剰型）、尿中尿酸排泄の低下（尿酸排泄低下
型）、および両者の混在した混合型に大別されま
す。したがって尿酸降下薬の選択には、高尿酸血
症の病型分類に応じて、原則として尿酸産生過剰
型（尿中尿酸／クレアチニン＞0.5＊）には尿酸生
成抑制薬を、尿酸排泄低下型（尿中尿酸／クレア
チニン≦0.5＊）には尿酸排泄促進薬を使用するこ
とが推奨されています。ただし合併症の有無や副
作用の発現などによっても使い分けられます。
一般に尿酸排泄低下型にはベンズブロマロン
を、尿酸産生過剰型にはアロプリノールやフェブ
キソスタットを用います｡
主な尿酸降下薬の種類と使い分けに関して表２
に示します。
なお、急激な尿酸値の低下は痛風発作を誘発さ
せるため、どの薬剤でも少量投与から開始し、血

清尿酸値を測定しながら３～６ヵ月かけて治療目
標値である6.0mg/dL以下になるよう維持量を決定
します。
最近の動向では尿酸降下薬は痛風予防以外に
も、腎機能保護､ 動脈硬化予防などが期待されて
います｡
＊簡便法による計算式

（参考文献）
１）�高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第２版�
2012年追補版�83-87’12

２）�medicina�49（8）1391-1393、1398-1401、1412-
1414’12

３）�診断と治療�100（8）1408-1412’12
４）Progress�in�Medicine�32（1）21-25’12
５）各社添付文書
６）今日の治療薬2014 　376､ 377

〈執筆協力会社〉㈱スズケン 太田支店

Question No.1617

う蝕予防に用いるフッ化物洗口剤には
どのようなものがありますか　（2014年9月）

Answer

う蝕（むし歯）は、糖質の入った食品の摂取に
より歯垢中の口腔細菌が酸を産生し、歯の硬組織
が脱灰することで起こる疾患である。う蝕予防方
法としては、う蝕の前駆状態である歯の表面の脱
灰に対して、フッ化物イオンが再石灰化を促進す
ることから、フッ化物の応用が最も効果的とされ
る。１），２）

このフッ化物を用いて行うう蝕予防を目的とし
たフッ化物応用法には、自己応用法であるフッ化
物洗口法やフッ化物配合歯磨剤の使用、フッ素ス
プレーならびに臨床応用であるフッ化物歯面塗布
法がある。なかでもフッ化物洗口法は、４歳児か
ら老人まで広く適用される簡便な方法で、う蝕予
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防効果に優れ、安全性が高く費用便益率も高いな
ど、現在、我が国で実施されているフッ化物応用
法のうち最も公衆衛生的特性に優れた方法とされ
ている。３）

なお、フッ化物洗口剤は予防薬であるため薬価
収載されておらず、患者は薬局等から直接自費で
購入することになる。３），４）

上記に、う蝕予防に用いられる主なフッ化物洗
口剤を紹介する。

歯科疾患管理料（平26保医発0305･3）
（１）～（13）　略
（14）　�「注８」のフッ化物洗口指導による指導管理

に係る加算は、次の取扱いとする。
イ　�主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
士が、患者又はその家族に対しフッ化物洗口に
係る指導を行い文書により提供を行った場合に
算定する。

ロ　�フッ化物洗口に用いる薬液とは、毎日法に用い
られる洗口用の0.05％及び0.1％フッ化ナトリウ
ム溶液又は週１回法に用いられる洗口用の0.2％
フッ化ナトリウム溶液をいう。

ハ　�フッ化物洗口に係る指導に当たっては、歯科医
師が行った場合は次の（イ）から（ハ）の内容
を含め患者に対し説明を行い、指導内容等を文
書により提供した場合に算定する。

（イ）�洗口の方法（薬液の量やうがいの方法）及
び頻度

（ロ）洗口に関する注意事項
（ハ）薬液の取扱い及びその保管方法
ニ　�歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を
行った場合は、歯科医師は診療録に指示内容を
記載し、歯科衛生士はハに規定する（イ）から
（ハ）の内容を含め患者に対し説明を行い、そ
の内容を文書により提供した場合に算定する。
なお、当該指導を行った歯科衛生士は業務に関
する記録を作成する。

（15）　略

■主なう蝕予防フッ化物洗口剤７），８）［薬価基準未収載医薬品］ （2014 年９月現在）

商品名（会社名） 有効成分 効能又は効果 用法及び用量 包装

オラブリス洗口用顆粒 11％
（昭和薬化）

（１g中）
フッ化ナトリウム

110mg

齲蝕の予防

1．毎日法※1

通常フッ化ナトリウムとして 0.05～0.1％溶
液 5～10mLを用い、1 日 1 回食後又は就寝前
に洗口する。
2．週 1 回法※1

通常フッ化ナトリウムとして 0.2％溶液 5～
10mLを用い、週 1 回食後又は就寝前に洗口
する。

〈洗口方法〉
薬液を口に含み、約 30 秒間薬液が十分に歯
面にゆきわたるように含み洗いさせる。次
に薬液を十分に吐き出させる。1 回に口に含
む液量は、年齢等による口腔の大きさを考
慮して定めるが、通常未就学児で 5mL、学
童以上で 7～10mLが適当である。

1.5g× 60 包、
1.5g× 120 包、

６g× 60 包

ミラノール顆粒 11％
（ビーブランド）

（1g中）
フッ化ナトリウム

110mg

1g× 90 包、
1g× 180 包、
1.8g× 90 包、

1.8g× 180 包、
1.8g× 450 包、
1.8g× 1080 包

バトラーF洗口液 0.1％
（サンスター）

（1mL中）
フッ化ナトリウム

1.0mg

通常、1 回フッ化ナトリウムとして 0.05～
0.1％溶液 5～10mLを用い、1 日 1 回食後ま
たは就寝前に次の方法により洗口する。

〈洗口方法〉
薬液を口に含み、約 30 秒間薬液が十分歯面
にゆきわたるように含み洗いさせる。次に
薬液を十分に吐き出させる。1 回に口に含む
液量は、年齢等による口腔の大きさを考慮
して定めるが、通常未就学児で 5mL、学童
以上で 7～10mLが適当である。

250mL×６本

フッ化ナトリウム洗口液 0.1％
「ビーブランド」

（ビーブランド）

（100mL中）
フッ化ナトリウム

0.10g
250mL×１本

フッ化ナトリウム洗口液 0.1％
【ライオン】

（ライオン歯科材）

（1mL中）
フッ化ナトリウム

1.0mg
250mL×６本

※ 1：毎日法と週 1 回法とでは、う蝕予防効果に大きな差異はなく、対象者や施設の利便性に合わせていずれかを選択する。
◆詳細については各製品添付文書等で確認のこと。

■保険点数（歯科）５），６）� （2014年９月現在）
◆詳細については歯科点数表等で確認のこと。

B000-4　歯科疾患管理料：110 点
注８　13歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う

蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後も
う蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの
（以下「う蝕多発傾向者」という。）のうち、４歳以
上のう蝕多発傾向者又はその家族等に対して、当該
患者の療養を主として担う歯科医師（以下「主治の
歯科医師」という。）又はその指示を受けた歯科衛
生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口
法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実
施期間中に患者１人につき１回を限度として40点
を所定点数に加算する。ただし、区分番号C001に
掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者につ
いては、当該加算は算定できない。
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品医療機器情報提供ホームページ（2014年９
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〈執筆協力会社〉㈱メディセオ 学術情報部


